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福島票立室科大学者護学部紀要第9号 25-40，2007

Bulletin of Fukushima School of Nursing ー資料・

福島県内の保育施設における看護識の現状に関する調査

一期待される役割に関する一考察一

稲毛映子1)

A Survey on Nurses' Activities and Roles at Day Nurseries in Fukushima 

Eiko INAKE 1) 

I .はじめに

2002年の社会福祉施設語査によると，全国に保育所は

22，391ヵ所設置され，保育所ではたらく看護事業〈著護師，

准看護詩，保建蹄あるいは助産師)の人数は4，695入で，

総従業者数397，496入に対する割合は1.1誌となってい

る1)また高野2)は，平成立年現在看護職が配置され

ている保育所は17.7%と報告している.保育所で働く看

護職の多くは乳児保育に携わっているが，看護職が配

置されていることによって保護者の安心惑が高まると

の報告があるように 3) 4) 乳幼児全体への健康管理や

保育所の衛生管理等での看護識の関わちが期待されてい

る. しかし前述の通り保育所で鵠く看護識は少なく，

配置されていてもほとんどは 1名配置となっていると考

えられる.保育所では看護に関する情報量は少ないうえ

に看護事実用士での意見交換あるいは相談などを行う機会

は更に少ないであろう.著護の専門性を維持していくに

は国難な状況であると誰察され，保青所で偉く看護職の

支援方法を検討する必要があると考える.支援方法を投

討するにあたり，看護職に期待されている役割と現在看

護職が果たしている役割を明薙にして，その役割を遂行

するために必要な支援内容を具体化しておく必要があ

る.

一方，子育てネットホームページ引の保育所検索で

公開されている課育所を調べると (2006年 7月128検

索)，福島県の看護職を配置している認可保育所は310ヵ

所中56ヵ所で， 18.1%の配置率となっているが，この鑑

には認可外諜育所が含まれていない.諸島県内には認可

外保青所が101施設あるが看護職の配置状況について

1)福島県立医科大学着護学部

ケアシステム開発部門

は誤査されていない.

そこで今回，保育所で鋤く看護職に対する支援のあち

方を考える基礎資料を得ることを自的として，福島県内

の認可および認可外保育所で従事する看護職の現状につ

いて謂査をした.

n.用語の説明

1.看護職

保育所で働く保寵師，助産師， (准)看護障のことと

定義する.

2.保青捷設

本稿では，認可保育所または認可外保育所を保育施設

と定義する.認可保育所とは 建物の大きさや匿庭の広

三保育士の数，職員の研惨など，草生労働省が定める

基準を満たし，都道府県知事から児童福祉法に基づく設

置認可を受けているもので それ以外の事業所内保育施

設やベピーホテルを認可外課育所という.女性の就労形

態が多様化するなか，夜開あるいは24時間保育といった

サーピスを提供する認可外保育訴の需要は高まってい

る.また，青児抹業法が制定されたにもかかわらず育児

休業が取号難いといった風潮は根強く産休明け早々に職

場復帰を希望する母親は多いものの，認可探育所での乳

鬼保育の定数には摂りがあ札結局認可外保青所を利用

せざるを得ない状況があり 低年齢見を中心に認可外保

育所の利思が増加している.

key words : day nurseries， nurse， child caτe， maternal and child health 
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m.保育所看護職の歴史的経緯

1 保育所の現状

保育所とは. 1:呆護者に代わって課育を行う児童福祉施

設である.近年，少子化が進む一方で，女性の社会進出

により，保育所課育の需要が増している.また，単に量

的な需要が増えているだけでなく，家族形態の変化，生

活の多隷北，地域社会の変容，あるい辻鏑値観の変化な

どにより，多撲な保育サービスが求められている.この

ような社会情勢を踏まえ，延長保育，一時保育，乳児保

育といった特別課育サーゼスの拡充が図られている.

需要拡大が続く保育所とは対照的に，幼桂匿数は1ヲ85

年をピークに減少しているら幼誰匿は. 1詩3歳から就

学高官までの幼児を対象として幼児教育を行う学校であ

り，保育時間辻 1日4時開が標準となっている.共働き

圭帯が増えている状況において，幼稚匿の需要が減って

いくのは当然の或り行きである

このような状況の中，幼稚園と課育所辻施設の共用化

や一体化が財政的あるいは政策的に求められるようにな

り. 1998年に文部省および厚生省は「幼雑菌と保育房の

詣設の共用化等に関する指針jを打ち出すこととなっ

たそして政府は，就学訴の教育・保育を一体として捉

えた総合施設の設置を提案し， 2006年6月就学前保育等

誰進法を成立させ 同年10月から幼稚菌と保育所荷方の

機能を持つ「認定こども菌」が実撞されることになった.

[認定こども菌jは保護者が動いている，いないに関わ

らず教育と保育を一体として提扶する第三の施設として

位置づけられている.これらを背景にして，保育所のパ

ラダイムシフトは今後ますます進むと予想されている

2. i呆育擁設で働く看護軍量の霊史的経緯と法的根拠

保育施設での看護職配量が制度として蓋り込まれたの

は1969年の乳鬼謀育指定深育所制度からである7)この

制度以前は，児童福桂施設最砥基準によち 3歳未満児6

入につき 1人の職員配量という基準で乳克保育が行われ

ていた乳児保青指定保青所制度とは，乳克を保育する

保育所の要件を定め この要件を錆えた課育所に対して

国が補勤を行うという制度である，この制度における職

員配震基準は，乳克 3人につき l人以上の職員を配置

しさらに補助要件として，乳児9人以上保育する場合

は看護婦または課健婦を l入配置しなければならないと

された乳児の未熟性や脆弱性を鑑み，発達を{足す倍加

的な対応や事故訪止の観点、などから，乳克保育にあたる

人員に厚みを持たせ，かつ疾病等で、の緊急対応や課健衛

生に関する専門職として看護識の配置基準が肇り込ま

れた.

戦後から高度経済成長期には，夫が外で{動き，妻が家

事育克の一切を行う性別役嵩分業が進み，この時代は，

保育所保育よちも家患での育克の重要性が強調されてい

たこの時代背景を詰まえ 乳児保育指定保育所制度が

創設されるものの 乳児保育辻一部の保育所が実施する

のみであった. しかし 1980年代後半に入り，女性の嘉

用の拡大や核家族の進震もあいまって，乳児保育に対す

る需要が高まり，乳児保育指定保育所の数は需要に見合

わない状況が続いた.このため. 1994年，エンゼ〕レプラ

ンにおいて抵年齢児保育促進事業が開始されたが，出生

率の堂下にもかかわちず O~2歳児における待機児童数

は都市部を中心にさらに増加していった.そして，乳鬼

保育など保育所運営全設に対する規制緩和が求められ，

1998年，乳児{呆育指定保育所制度を麗止し乳児保育を

全ての保育所で実捷できるよう児童福社施設最盛基準の

一部改正がなされた(乳児保育の一般化).改正後の鬼

童福祉施設最低基準では，乳児保育について探育士の数

は乳児概ね3入につき l人以上配置することとし看護

職の配童には言及していない.この点に関し， 1997年11

月25日の中央児童福祉審議会保育部会議事録8) には，

E常生活における霞学的あるい辻保建衛生的対言、は保育

士で十分担えるという意見や 地域によって看護職確保

が難しいなどの環状が述べられており7)このような理

由から，保育所における看護職配置は最低基準に盛り込

まれなかったと考えられる. 1999年に策定された新エン

ゼルプランの具体策である乳児保育促進事業の実施要綱

(2000年 3月29日通知) 9)には， r乳児が9人以上入所

する場合には，保健婦(又は看護婦) 1入を配置するこ

と.また，乳児が6人以上 9人未満入所する保育所は，

保韓婦(又は看護婦) 1人を配量するよう努めているこ

と.Jと明示されているが，これは捕助金をうけるため

の基準であり，法令としての効力はない.従来の乳児保

育指定保育所制度の職員配置基準では，看護婦または保

健婦が配置された場合，これを保育士定数に含むとされ

ていた乳児保育指定保育所制度廃止以後，乳児6人以

上入所させる保育所においては，当分の関，その保育所

に勤務する看護婦または保龍婦を一人に限って，保母と

みなすことができるとしている〈厚生省見童家庭局長通

知 1998年4月9日 児発第305号)10¥ しかしこの「み

なし定数」は経過措置であり，現段階で勤務している看

護締または探健諒は，将来，定数外配量となってしまう

恐れがあるため，看護職の新規採用を控える保育所が少

なくないと推測される.その結果 乳児保育が拡大して

いるにも関わらず，看護職を記覆する保育所が少数にと

どまっていると考えられる.

このほか，保育事業における看護職の配置に触れてい

るものとして，乳児保育促進事業と並んで打ち出された



家庭的保育事業がある.家庭的保育とは謀育者の屠宅で

少人数の低年齢見の保育を行う事業のことであるが，こ

の家庭的保育者の要件として， I保育士または看護婦の

資格を有するもの」としている. しかし，この事業は待

機児童に対する正、急策として泣置づけられ大々的に展開

されているもので辻なく 2003年の実績は322人に過ぎな

し，，11)

N. 謂査方法

1.調査対象

平成立年12月現在で「福島県うつくしま子青て支援

ホームページ」で公開されている福島県内の認可課育所

310ヵ所，認可外保育施設15ヲヵ所，計469ヶ所の保育施

設の施設長と，福島県内保育施設で偉く看護職を調査対

象とした.

2. 調査期間

平成18年 l 月 ~3 月

3.調査内容および方法

保育施設の施設長用質問紙調査票と看護職居費関紙調

査票を作成した施設長用質問紙調査票の調査内容は，

児童数や鞍員数会ど施設の規模，看護職配置の有無，看

護職配置の必要性および理岳，看護職者が担うべき業務

内容などである.看護職用質問紙調査票の質問内容は，

基本的屠性，臨床経験年数，保育施設怒験年数，課育施

設でf動くうえで圏難と惑乙る頻度，その理由，研修の有

無，他施設の看護職との交涜などである.

諒査対象保育施設に諸設長用 看護職用 2種類の謂査

票を開封して施設長宛に郵送した施設長には施設長用

質問紙に匝答してもらい，更に看護職が記量されている

場合には，その看護職者に同封した看護職用質問紙へE

答してもらった調査票は，施設名記入の上，郵送法で

司収した再調査票の匝収は同ーの返信用封筒を用い

た.

さらに，上記調査において把握された看護職に対して

冨接調査を行った面接対象者i丈県内 7つの圏域から

2~3 名ずつ抽出した手)1震は，看護職記量保育施設に

電話で面接調査参加の故頼をして内諾を得て，対象者の

希望する場所日時にE接を行った匡接持iこ再度口頭お

よび、書面にて調査の説明を行い 調査への参加の意思を

確認した.寵査内容は 費関紙調査での自由記述に関す

る祷足として，現在の業務，保育施設で働く上で困った

こと，専門的意見を求められた場面等についてインタ

ピューガイドを用いて開き取りを行った承諾が得られ

た対象者については，音声を録音し逐語録を作成した
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直接の所要時間については，概ね30分を呂安(最大60分

まで〉とし，面接は本人の指定した場所で行い，職場で

行う場合は，他の職員に面接内容が関こえないよう配憲

した.

質問紙調査の分析は， SPSS11.5J for Windowsを居いて

統計的分析を行った面接調査の分析は，逐語録や面接

メモの記述の中から， I看護識が国惑した場面Jの内容

を書き出し，それら場面の意味付けをして，更にそこか

ら考えられる要因ごとに整理した

V. 結 果

1.質問紙寵査結果

1 )回答施設の概要(表 1) 

施設長期調査票への回答は245件で，看護職数を回

答しているものを有効自答とし， 244件 (52.4%)を

分析対象としたこのうち認可保育所が196施設，認

可外保育所が48施設であった自答施設における蒋

別保青事業の実施状況は，乳児保育辻159施設

(65.1 %)，病(後)児保育辻 6施設 (2.5%)で実施し

ていた.

看護職の配置について，認可保育所辻40施設

(20.4%に認可外保育所は11施設 (22.9%)，計51施設

(20.9%)が配置「ありJであった〈表2).看護僻の

配置人数は， 1名が最も多く 47ヵ所あり， 2名配置辻

4ヵ所だった.看護職を配重している施設において，

特別保育事業を実施している率が高く， I延長保育」

「一時探育JI乳児保育JI地域子育て支援センター」

「夜間諜育JI体日保育JI痛後(後)保育jにて有意

差を認めた(表3).また，児童数および、O歳児数の

平均値も看護職を配重している施設のほうが有意に高

かった(表4).看護載記震ありとした施設に対して，

看護職配量を始めた時期についてたずねたところ，乳

児保育が一般化された1998年以降の2000~2005年の間

に開始した施設が23施 設 住5.1%)ともっとも多かっ

た(表5).また，看護識が保育要員に含まれている

と回答した施設は40施設 (78.1%)であった.

2)施設長の看護職に対する認識

施設長に看護職配置の必要性について 4設階で回

答してもらったところ f必要JIどちらかといえば必

要jと回答した施設は全体で85%にのぼったこれを

看護職配置の有無別で比較すると f配置なしj と自

答している施設においてその必要性を認識している施

設が少なかった(表6). 

看護職の配置の必要性に関する自由記述を分類した

ものを表7に示す.看護職記量を必要とする理由とし

て多く挙げられたのは 「病状の暫医JI緊急J註・重症
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表 1 冨答施設の概要

項目 カテゴワー

施設種類 認可

認可外

特別保育事業実施施設数 延長保育

一時保育

乳児保育

地域子青て支援センター

地域活動事業

障害児保育

夜開保育

家定的保育

休日保育

病(後)児f呆育

その也(学童保育など〉

著護載の有禁 有

生正

平均児童数

平均O歳児数

表2 崇育所種訴看護職配置の有無

認可

認可外

計

看護職配置

なし(%)

156 (79.6%) 

37 (77.1 %) 

193 (79.1 %) 

あち(%)

40 (20.4弘)

11 (22.9免)

51 (20.9%) 

施設数 (%) 

196 (80.3) 

48 (19.7) 

169 (69.9) 

92 (37.7) 

159 (65.1) 

37 (15.2) 

13 (5.3) 

128 (52.5) 

6 (2.5) 

29 (11.9) 

14 (5.7) 

8 (2.5) 

19 (7.8) 

51 (20.9) 

193 (79.1) 

82.4:t41.8人

計

196 (100%) 

48 (100%) 

242 (100%) 

7.6土5.8人
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表3 看護職配置弼特別保膏事業実施状況

看護職 特別保育事業実施状況

配置 実撞 (%) 未実施 (%) 

延長謀育 有 46 (90.2) 5 (9.8) *** 

金正 123 (63.7) 70 (36.3) 

一時保育 手言 26 (5l. 0) 25 (49.0) * 

生歪 66 (34.2) 127 (65.8) 

乳児f呆育 有 50 (98.0) 1 (2.0) *** 

主歪 109 (56.5) 84 (43.5) 

地域子育て支援センター 宥 15 (29.4) 36 (70.6) ** 

盤 22 (1l.4) 17l (88.6) 

障害児保育 者 30 (58.8) 21 (41.2) ll.S. 

盤 98 (50.8) 95 (49.2) 

夜間保育 有 5 (9.8) 46 (90.2) ** 

有 1 (0.5) 192 (99.5) 

家庭的保育 存 s (15.7) 43 (84.3) ll.S. 

金正 21 (10.9) 172 (89.1) 

体日銀育 有 8 (15.7) 43 (84.3) ** 

佳 6 (3.1) 187 (96.9) 

病(後)児保育 有 4 (7.8) 47 (92.2) * 

盤 2 (l. 0) 191 (99.0) 

x2検定 :* p <0.05， ** p <0.01. *** pく0.001

表4 看護職配置民平均克童数および平均G歳克数の比較

平均見童数

平均O歳児数

看護職配置有

佳

有

盤

t検定:**pく0.01， *** pくO.∞l

102.3:!:49.5 

75.3:!:36.2 

1l.3土 6.8

4.7:!: 4.4 

** 

*** 
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表5 看護職配置開始時期

時期 施設数 (%) 

~1979年 3 (5.9) 

1980~1989年 5 (9.8) 

目的~1994年 § (11.8) 

1995~199ヲ年 10 (19.6) 

2000~2005年 23 (45.1) 

不明 4 (7.8) 

言十 51 (100) 

表6 看護職者配置の有無と看護職者配量の必要性の認識

保育施設の看護職者配量の必要性(%)

必要
どちらかと

いえば必要

看護職 なし 67 (35.3) 90 (47.4) 

配置 あち 39 (76.5) 11 (21.6) 

計 106 (44.0) 101 (41.9) 

度の潤断JI怪我の応急処置JI体調不良児の観察・ケ

アj といった{登圏後発生した体調不良・外傷への対

応]の147件，次いで[乳克保育・低年齢見の保育の

実諸のため]の53件であった.この他， I日々の健康

観察JI保健指導JI発達の確認」などの{こどもの建

康管理1. li呆育士の安心感Jr保育士への霞療知識の

提供・助言Jr負担軽減」などの[保育士へのプラス

効果1. r慢性疾患児への定期与薬Jr B常の震療処置

が必要な児への対応、JI病(後)克保育のニーズに対

花、するためjなどの[様々な保育ニーズへの対応のた

め1. I保護者への保健指導・相談Jr児の状差説明に

おいて保護者を納得させやすいJI保護者への安心惑

の提供」などの{保護者への対応}が分類された少

数意見として， I感染予訪対策Jr伝染性疾患発生時の

対);j)Jr物品消毒などの環境衛生管理」などの[環境

衛生管理1.【保育所保健の重要性の高まり1.【位保鐘

医察職との連援が円滑におこなえる1. [健康管理全般

の専従職員の必要性1. [保育看護の確立のため1. [職

どちらかと
不要 言十 (%) 

いえば不要

22 (11.6) 11 (5.8) 190 (100.0) 

1 (2.0) o (0.0) 51 (100.0) 

23 (9.5) 11 (4.6) 241 (100.0) 

員の龍康管理]が挙げちれた

対して，看護職配置をどちらかといえば不要または

不要とした理由辻 「保育施設は健康男の保育が原則j

f体調不良時は保護者が対応Jという{課育施設の方

童十1. r看護蹄を雇用する予算がないJr宗青士の薙保

が優先Jといった{財政的理由1. [保健・医療職と十

分な連携がある1. [保育士で対志が十分可龍1. [乳幼

児数の問題1. [看護職側の陪題iが挙げられた看護

載配置なしとした193施設に対して，看護職を配置し

ていない理由をたずねたところ，射政的理由が最も多

く，次いで乳克数が補助金交付の要件に満たないこと

が挙げられ，いずれも看護職を雇吊するだけの財政的

余裕がないことを示していた(表8トまた 193施設

中25施設が今後看護職を配董する予定ありと回答し，

138撞設が予定なしと回答した

3)保育施設で動く著護職の概要および認識

看護職配震あ乃と田答した51施設より， 47名の看護

識者から回答を得た看護職の概要を表9に示す.い
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表7 看護職者記置の要不要の理由幻自由記述

カテゴリー 件数

必
要
・
ど
ち
ち
か
と
い
え
ば
必
要
と
す
る
理
由

不
要
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
要
と
す
る
理
由

登匿後発生した体謂不良・外傷への対応

乳児保育・低年齢克の保育の実施のため

こどもの健康管理(健康観察，保建指導，発達確認など)

147 

53 

39 

集育士へのプラス効果(知識の提供 安心惑，負担軽減など〉

様々なニーズ(病(後)児保育定期与薬 障害児など)への対応のため

課護者への対応に有益〔保護者の安心感， i呆建指導など)

環境衛生管理のため〈感染予防対策など)

保育所保鍵の重要性

37 

35 

31 

8 

に
U

f也の保龍医療職との連携が円滑に行える b 

建農管理全般の専従職員の必要性

保育看護の確立のため

職員の建宗管理

保育施設の方針(鍵康児の探育が原則)

財政的理由

室豪・保鍵職と十分な連携がある

保育士で対応が十分可能

乳幼児数の開題

法的基準がない

看護職者側の問題(保育に患1]染めない，人材の不足〉

3 

2 

1 

10 

8 

8 

6 

5 

2 

2 

*自由記述208件の内容を分類し カテゴリー化した. 1件に複数の内容が含まれる記述が為る.

表8 看護職を霊置していない理由の自由記述(複数回答)

内容 回答数 内容

財政的理由 37 訂のf呆建諦，嘱託医等で対処できているため

乳児の数が少なく，補助金要件に溝たない 34 保育士確保を優先

乳鬼謀育をしていないから 25 小規模施設のため

必要ないから 24 自治体の方針

児童福桂施設最低基準に定められていないかち 14 {呆青士で対応可誌だから

退職，求人しでも応募がない 12 その1m

自答数

11 

9

9

8

7

8
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ずれも女性で，平均年齢は44歳，平均勤務年数辻 5年

で，資格は看護師，准看護部が多く，臨尿経験平均年

数は12年だった.過去に位保育施設勤務の経験ありと

臣答したものは 5名で 大半は現在勤務している保育

施設以外での勤務経験辻なかった

表9 看護職の概要

項目 カテゴワー

年齢(平均44.2歳) 20代

30代

40代

50代

60以上

資格 保健師

助産師

看護師

准看護師

医療機関勤務経験 あり

なし

小児科等勤務経験 あり

なし

臨床経験年数(平均11.4年) 1年未満

1~3年

~10年

~20年

20年以上

保育施設勤務通算年数(平均5.2年) 1年未講

1~3年

~10年

~20年

20年以上

他保育施設勤務経験 あり

なし

保育施設で看護識が偉くうえで冨難と感じる顔度に

ついて尋ねたところ， IよくあるJIときどきある」と

「ほとんどないJIまったくない」が，ほほ半数ずっと

なった(表10).困難と感じる頻度について， Iよくあ

るJIときどきある」を「高頻度群J，I誌とんどない」

n =47 

ノ、 (%) 

6 (12.8) 

12 (25.6) 

15 (3l. 9) 

9 (19.1) 

5 (10.6) 

3 (6.4) 

3 (6.4) 

21 (44.7) 

20 (42.6) 

42 (82.4) 

5 (9.8) 

16 (31.4) 

31 (60.8) 

2 (4.9) 

4 (9.8) 

19 (46.3) 

9 (22.0) 

7 (17.0) 

5 (11.1) 

19 (42.2) 

16 (38.1) 

3 (7.1) 

2 (4.8) 

5 (9.8) 

42 (82.4) 
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2.面接調査結果
「まったくないJを f1，豆類愛群」として，看護職者の

基本的属性ごとに平均値の比較を行った.年齢におい

て平均値に有意差が認められ，高頻度群のほうが平均

年齢が若かった〈表11).

1 )面接調査対象者の概要(表1壬)

各施設長が考える看護職が重点的に担うべきと考え

る業務と，看護職がいる施設における看護職の主たる

業務について比較したところ 施設長の回答でもっと

も多いのは「捧謂不長児・傷病兎への対応」であった

のに対し，実際看護識が主たる業務としているものは

「乳児保育」となっていた(表12). 

地施設で鋤く看護識との定期的な交流があるとした

のは， 23.5%だった.また，過去 1年間における勤務

施設以外での硯穆会に参加したと匝答したものは

52.9%で，看護職が，萌修や信報を得る機会が少な

かった.望む研修内容として最も多かったのは，疾患

等(特に感染症)の病惑や治寮方法の最新知識等で，

次いで応急処置・救急法，保護者への保健指導方法が

挙げられた(表13).

表10 看護職が働く上で国難と惑じる頭震

よく感じる

ときどきある

ほとんどない

まったくない

人(%)

4 

20 

19 

4 

(7.8) 

(39.2) 

(35.3) 

(7.8) 

14名の看護職に対して面接調査を行った直接調査

対象者には，施設長2名が含まれた資搭は，保健師2

名，看護師 5名，準看護蹄7名で為った.平均年齢

は43.5歳 (27~65歳)，で当雄設の勤務年数は，平均

在6年 (1~30年)であった今回の面接調査で 2 名

の保健師から話を開くことができたが，質問紙調査の

設問で主として担っている業務は 「乳見保育Jf園克

の寵康観察Jで(準)看護師と同じであったが，イン

タピューの中では重点、を置いている役割に違いが見

られた主たる役割について (准)看護舗は「乳克

保育Jr体調不長児・蕩病児への対応」に関する内容

を述べたが，保健諦は，保育所内全体での子供の健康

管理，成長発達の確認，離乳食の指導について述べて

いた.

表11 看護職が困難と惑じる頻度が高い群と低い群慢の比較

菌難と惑じる頻度 t {r宣

高頻度 低頻度

平均年齢 説、6:tll.0歳 47.9:t12.0歳 -2.16* 

平均保育所勤務年数 3.6:t 5.9年 6.4:t 8.4年 -1.29 

平均通算保青所勤務年数 14.3:t14.6年 14.6:t 2.1年 -1.08 

平均箆床経験年数 10.9:t 10.3年 15.1:t 12.5年 -1.16 

平均小児科経験年数 6.2:t 6.5年 3.4:t 3.4年 1.05 

t検定:*p <0.05 
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表12 施設長が考える看護職が、重点的に握うべき業務と看護職の主たる業務の比較

業務内容 施設長の匝答数 看護職の自答数

国見の健藤観察 38 (21.5%) 8 (16.7%) 

乳克の保育 18 00.2九) 29 (60.4%) 

体調不良児・傷病鬼への対疋、 87 (49.2%) 6 (12.5免)

障害克の保育 1 (0.6%) o (0.0%) 

園児に対する保健指導 5 (2.8%) 2 (4.2%) 

園見の家庭;こ対する保健指導・桔談 16 ( 9.0%) o (0.09毛)

保育撞設の環境衛生管理 4 (2.3%) 1 (2.1%) 

保f建・医壕機関との連絡調整 1 (0.6%) o (0.0%) 

その地 7 ( 1.5%) 2 (4.2%) 

言十 177 ( 100%) 48 ( 100%) 

表13 保膏施設で署護識が偉くにあたって望む研修の富由記述(護数回答)

内容 回答数

疾患等〈特に感染症〉の病態や治療方法の最新知識 15 

応、急処置および救急法 13 

保護者に対する保鰭指導の仕方 9 

他保育施設看護職同士の情報交換 8 

子どもに対する保龍指導の仕方 4 

保建師また辻保健所との情報交換 3 

保育諸設における看護職の業務について 3 

心のケアについて 3 

保健統計やパソコンの既修 2 

保青に関する研修 2 

子どもの成長発達について l 

食育について 1 



表14 直接調査対象の概要

項目

年齢(平均44.2歳〉 20代

30代

40代

50代以上

施設種類 認可

認可外

資格 f呆f建師

看護臨

准看護師

小児科経験 あり

平均勤務年数

平均臨沫経験年数

2)看護職が保育施設で働く上で霞壁となる要因(表

15) 

分析の結果，看護識が保青施設で働く上で障壁とな

る要因として， I保育現場で必要となる専門領域の知

識不足JI保育における看護識の役醤の不明確さJI保

育に対する知識不足・理解不走JI情報源の少なさJI相
談相手の不在」の 5つに分類された.それぞれの要国

について以下に述べていく

[保育現場で必要とまる専門領域の知識不足]

意見を求められ判断に迷った場面として多くの看護

職が述べていたの辻 保青中に発見された発疹が水痘

など伝染性疾患か否かといったこどもの寝病に対する

医学的判断を求められることだ、った.戸惑う理由とし

て，著護職自身の視診に告告がない，小児に多く見ら

れる伝染性疾患や麦疹の経験の不足，ベテラン保育士

のほうが変疹を的確に判別することができるなどを述

べており，専門職としての知識不足や経験不足を感じ

ていた.

また，かかりつけ医と嘱託医の指示の相違に医惑す

ることも関連していた学校伝染病に指定されていな

い疾病の場合，軍部によって登霞停止期聞が暫断され
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日 =14

入 (%) 

1 (7.1) 

4 (28.5) 

7 (50.0) 

2 (14.3) 

11 (78.6) 

3 (21.4) 

3 (6.4) 

21 (44.7) 

20 (42.6) 

6 (42.8) 

6.6土 7.5年

10.9土10.3年

るが，手足口病や伝染性車工斑など医師によって登園停

止の判断が違うことがある.これは，学会等で発表さ

れる新しい知見に基づく医師と !日来の判断に拠る医

障がいるためである.施設劉として辻，他のこどもへの

伝染の可能性を最小浪にする意図から，登園に対して慎

重な態震である医師のiまうの指示に従うが，はやく登園

させたいと思う保護者に対して 納得のいく説明をしな

ければならない.その拠り所となる知識を十分に持ち合

わせていないと納得のいく説明ができないと語っていた

{保育における看護職の役割の不明確さ]

業務を遂行するなかで，専門職としての役醤を見い

出せない，あるいは保育士の構勃要員と惑じられる処

遇によって保育士との劃語感を生じるといった内容が

述べられていた.これらの理由として，業務に関する

説明が少なかったこと 保育士も看護職に舟を在せて

よいのかわからなかったということ述べていた.これ

らから，看護識の役醤の枠組みが構築されてい会い中

で雇用されることが屈惑の要因として挙げられた.役

嵩が不明確である内容を語るときは，ネガティブな感

慢が表出していた

これとは逆に預かり与薬の管理簿の作成を任され
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表15 看護職が課育施設で脅く上で障壁となる要露

障壁とごとる要菌 医惑した場面の意味 内
r;'-手

合

保育現場で必要となる i・こどもの蕩靖に対する医学的暫断を I・保青中に発克された発疹が水痘など伝染性疾患か

専門領域の知識不足 i 求めちれる i 否かといった暫断を求められた

・医療の最 新知識や乳・発熱，てんかん，晴息などの症状を呈した際に，

幼克特有疾患の知識 匿内で操子をみてよいか否かの判断を求められ

不足 た.

・呼吸拝止を{半う発作iこ遭遇し，対応を任された

・かかちつけ震と嘱託医の指示の棺違!・手足口病について，こどもの登園停止期間の判断

がかかりつけ医と嘱託医で異なることがある.こ

のため保護者への説明に苦産した

保育における看護職の I・看護諒が担う業務の不明確さ . (看護職が〉何をするか細かい説明がなく，クラ

スで調乳や物品の準錆・片付けばかりで保育士の

補助として扱われた

役割の不明確さ I ・専門職としての役割が見い出せない

-保育土との艶語感

保育に対する知識不 I・保育の具体的方法がわからない

足・理解不足

・ 1:呆育士との離語感

・就職当初，保育士も看護師に舟を担わせるか分ら

ない状態だったので， とりあえず保育士のやるこ

とを真似ていた.

・保育のやり方がわからないので克ょう克まね，自

分自身の育児の経験則で保育をしている e

・ i，本浴のさせ方が病院のときと違う

・保育士は生活ワズムやしつけといった行動面をよ

く観察しているが，看護障は，健康状悪，特に疾

病や異常の発見という視点で観察することが多い

ので，意見が食い違うことがときにある.

・看護載が日常的に関わる保育対象児 1 ・乳克以外を受け持たないので，普段の様子がよく

情報源の少なさ

の編り ! 分らない.このため 具合が悪くなったときの状

• f也機関との関わりの少なさ

態の判断がし難い.

・年長 (3~5 議)のこどもたちがけんかしている

場面に遭遇するとどう対応したらよいか，戸惑う

こと吉宮ある.

・保鍵センターや嘱託室との連絡は匿長や主任の役

割である.

・伝染性疾患流行状況等のi嘗報不足 i・(保育施設周辺)地域でどのような疾患が流行し

-他イ呆育施設の情報不足

ているのかといった清報がなかなかキャッチでき

ない.

・他の施設では看護職がどのような業務を担ってい

るのかわからない.このやり方でいいのかと考え

ることがある.

保建医療専門職の相談 j・看護識が一人なので，保健室寄に関!・病気のことで尋ねられても答えられないことがあ

梧手がいないこと する相談相手がいない.

-保育士に対して意見を言えない

-保育士との誼麗感

る.謀育士には相談できないので専門書を諜べた

りしている.

・保育のことを熟知しているわけではないので，ベ

テラン保育土の意見に対して反論でき会い.

・業務量の違いから保育士から不公平惑を持た乱て

いるのではないかと考えることが為る.



る，保鍵だよりの発行，歯屠き指導の企画・実施など，

看護職の専門性が発揮される役割を与えられることに

よって，戸惑いは消失していったと語られた.こう

いった看護職の中には 年間保建計画の立案や保育日

誌の記載など保育の核となる業務に揚言者として参与

する者も居札看護職の役割を拡大している看護識

は，保育所看護職の存在を肯定的に捉えていた

[録育に対する知識不足・理解不足]

看護職としての専門性を求められる一方で保育者と

しての役割も求められるが 保育に関する教育を受け

ていないために，保育所保育の方法がわからないと

いった「保育に対する知識不足・理解不足jが要因と

して挙げられた保育士は年度が替わるとクラス担当

が換わることがあるが，乳児保育要員として雇用され

ることが多い看護識は 年長クラスに配寓されること

はない.このため 乳児と接する詩関と乳鬼以外のこ

どもたちと接する時間は大きく異なり，体調変化のわ

ずかな差異を発見しにくい，年長克の遊びやしつけの

仕方などがよく分らないということが語られた

[靖報源の少なさ]

質問紙調査の結果同様，多くの看護職は，他機関と

の連絡は圏長や主径保育士が担うため， 1:呆建所や保護

センターといった保健機関との接点はあまりないと述

べられていた更に 保育施設で動く看護職と定期的

に会合をもっと答えた看護識は面義者14名中 l名のみ

であった.その也の面接者は，どこに看護識がいるか

わからないと答えたものがほとんどであった.保育諸

設で働く看護職の存在を知らないので，看護職同士で

の靖報交換はないということだ、った.保韓室療に関す

る'1言報の多くは園長を通じて得ていた.

[保健医察専門職の相談棺手がいないこと]

今居の面接調査の対象となった施設で看護職を複数

配置している施設は， 14施設中 l施設のみで，梧談相

手がいないことは容易に想録できた.保育施設で動く

看護職は，保育に関することや皮疹の特別ができない

時なと相談程手として経験豊富な園長や主任保育士

を挙げていた. しかし，あまり一殻的ではない疾患や

症状に関することや薬のことなどは，相談する桔手が

いないので，疑問に即応することができないもどかし

さや苦労を感じていたこの場合の対処行動として，

自分自身で専門書を調べる 病院勤務していた時の司

祭に尋ねる，あるいは嘱託医に相談するといった内容

が述べられていた.

専門性の違いから 保育士との監龍惑を感じる場
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面がいくつか語られたが，その対処行動は，意晃を

言わないといった諮極的態度であった.保育を熟知

しているわけではないという ~l け日，波j誌を立てた

くない，言っても変わらないという諦めの惑清など

が偶えた

VI. 考 察

1 .福島県における保育施設看護醸の配置状況

子育てネットホームページによると，福島県の看護職

を配置している認可保育所は310ヵ所中56ヵ所で，

18.1 %の配置率となっている.今回の調査では，有効屈

答242施設中， 51施設 (21.1%)で「看護職配置あり j

としてお札子育てネットホームページで公表されてい

る配置率を上回っているが， 52.4%の回答率および;看

護職を中心とした調査だったことが理由として考えられ

る 1998年の乳鬼保育一設化以降に看護職の配置を始め

た施設が半数以上主めていた乳児保育の需要が増えて

いること，掻定保育所制震が廃止されたとは言え特別保

育事業補助金交付のための要件として入っていることな

どが影響していると考えられる. 1997年の児童福祉法改

正から，保育所は「行政による措量jから「サーピス利

用者の主体的選択jとなり，更には2004年から福祉サー

どス第三者評倍制度が始まり，生き残りをかけて隷々な

持別事業の実施の廷か，課育施設の特色作り，あるいは

深育の質の保障などに腐心している.このように保育施

設への看護職の配置は 従来の乳克保育を行うためにだ

けに考える時代ではなくなっていると言える.看護職E

置の保育施設では，乳児保育のみならずその他の特別保

育事業の実施率が高かった.看護識は乳児保育だけでな

く，様々なニーズ、に応えるために必要な人材といえる.

しかし多くの施設は看護職を配置したいと考えている

が障政的理由で記置にいたっていないことが本調査で明

ちかとなったまた 保育施設で働く看護識を確保する

ことの困難さも理畠として挙げられた看護職の大部分

は病院・診療所で勤務し保育所で働く看護職は大変少

ない.公立保育所などで辻，その吉治体で勤務する看護

識の配置転換などで確保することは可能だが，私立保育

所では独自に求人を行うことになり 看護職の確保が難

しいであろう.

現在，わが居の少子化に対する施策は， rエンゼルプ

ランJr新エンゼルプランjに続く「少子化対策大綱j

とその具体的実施計画である「こども・子育て応援プラ

ンj叫がある.病(後)克保育は「新エンゼjレプランj

でも推進された施策のひとつであるが， 2004年度までの

実績は全国で、507ヵ所に過ぎなかった. rこども・子育て

応援プランjでは， 2011年震までに1500ヵ所で病(後〉
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見保育が実施されることを吾標としている.2006年6月，

国は少子化対策を更に補強する「新しい少子化対策につ

いて」を発表したが13) 歯止めのかからない少子化への

対策のひとつとして，病(後〉児保育の推進を重点事業

として強化することを打ち出している. この病〈後〉見

保育の推進により看護職雇用のための財政支援が強化さ

れ，ひいては保育諸設における看護職の雇吊拡大につな

がる.本調査では，病(後〉児保育の実施施設は， 6ヶ

所 (2.5%)と少なかった病(後)児保育の誰進は，

財政的理由で看護職を雇用することができないといった

施設に対する看護職雇用へのインセンテイブとなること

が期待される.

2. 看護患者に期待される役割と実務とのギャップ

保育施設で動く看護職に期待されている役割として

もっとも多く挙げられたの辻， 1体調不良・傷病鬼への

対応J1菌児の建康観察jであった看護識と共に動い

た経験のある保育士のアンケート誤査14)でも，疾病時

の対応や判断，あるいは事故時の手当といった役割を看

護識に望んでいるという報告があるが，本調査でも同様

の結果が得られた‘期待される役割に対し，実際の業務

辻「乳児保育」が主たる業務となっていた.こういった

期待と現実とのギャップに保育施設で働く看護職の戸惑

いの要因となっていることが示唆された.施設長測の思

惑は， 1乳児保育を手f云いながら，全匿児の傷病鬼の対

a、や健康観察を含めた{建康管理を行ってもらう」という

ことであろう. しかし補劫金の関係から乳克保青の要

員として蓮尾されるため記罵は乳兎のクラスとなり， 1乳

鬼保育の合間に蕩病児の対応をするj という役説講習が

できてしまっていると考えられる.インタビューの中で，

乳児に比べ告の年齢のこどもたちの状況が揺みにくい，

あるいは接し方に戸惑うという声が嵩かれたが，乳児し

か担当しないため，こどもたちの建康状態の情報量に偏

ちが生じることは容易に想録できる.さらに保育専門

教育を受けていない看護職にとって年長児に対する保育

内容や関わり方への理解は十分とは言い難い.看護職が

乳児保育要員であることは，全菌児の健京管理を看護職

に担わせる上でのマイナス要菌と考えちれる.学校で

は養護教諭が児童の養護を掌る.その役割は「専門的

立場からすべての見童生徒の保鰭及び環境衛生の実態を

的穫に把握して，疾病やi育緒障害，体力，栄養に関する

問題等心身の健棄に問題を持つ児童生徒の個別の指導に

あたり，また，鐘震な児童生徒についても建康の課持増

進に関する指導に当たるのみならず，一般教員の行う百

常の教育活動にも積極的に協力するjと課建体育審議会

(1972年)で答申され，教科担当の教諭と辻531jに配置さ

れている.保育施設でも全冨児の建康管理を意図するの

であれば，看護識の独立配量が望ましいといえる

保育施設でも投薬を必要とする場面がある.アトピー

性皮膚炎等の外用薬の塗布，ぜんそく発作時の吸入薬の

使用，発熱初期に抗てんかん薬の投与など，投薬・処置

の内容辻多岐にわたる.高野の調査2)では，かかりつ

け医が処方したかぜ、薬等を77.8%の施設で与薬している

という.保育士民投与方法，投与時間など予め保護者

から説明は受けるが，その薬のもつ薬理作用への知識は

十分ではない.さらに複数の児童の処方薬を頚かること

辻誤薬事故にも繋がり兼ねないため厳格な薬品管理が必

要であ与，その担い手として看護職に期待が寄せられて

いることが看護職配置必要とした理由の記述やインタ

ゼューから桐えた.

3.保育保鍵において看護職が、機能するための条件

1 )看護職業務の明確化

菌接語査で得られた結果では，保育施設によって年

間の保健計画立案に参画しているところとそうでない

ところがあったり，保育日誌を担当する看護載がいた

り，施設によって担っている業務に違いが見られた

業務の枠組みがないため，看護職自身が手探ちで業務

内容を整理して手順書を作成したという者もいたこ

れらは保育における看護職の業務の不明確さを反映し

たものと言える.当然看護職が保育要員として保育士

定数内の配置であるか定数外配置であるかといった

恒々の保育施設の実i育によって具体的業務内容は異な

る.重用する舗として看護職に何を期待するか，また

その役割を遂行するための具体的業務内容および、手順

を示すことが望まれる審

2) i呆育に対する看護識の理解

施設長に対する質関紙調査の中で，看護職配置に対

して不要・どちらかといえば不要とした理由の中に

少数ではあるが看護識が保育に駒染めないというもの

があった.また配置していない理由として，過去採用

したが適当な人材がみつからないといったものがあっ

た保育施設ではたらく看護識の半数以上は勤務年数

が3年未満であり，窪吊しでもすぐに離職してしまう

状況があると誰察される.さらには，面接の中で語ら

れたように保育補助としての扱いで著護職としての

アイデンテイテイに不安を感じてじまうことがあると

いえる.看護職の大半が医療機関の経験を有していた

が，病人を対象にする現場と鐘康な乳幼児を対象にす

る現場には大きな違いがある.保育施設に専門職とし

て迎えられたとしても，そこは f保育jをする場であ

ることには変わりない.看護識には様々な役割が期待

されているものの，現実として看護識が主として担っ

ている業務は， 1乳児保育jであり，保育に対する理



解を看護者鵠も深める必要があると考える.

4. 保育保健にたずさわる看護職が讃えるべき能力

看護職に期待する役割として，多くの施設長が f体調

不良児・外傷への対応jを挙げた. この内容には，緊急

性・重症度の判断病状の判断，あるいは伝染性疾患か

否かの判別を含む面接龍査でも，このような亙学的判

断を求められ戸惑うという看護障の声が嵩かれ，ベテラ

ン保育士よりも暫断能力が劣ると感じていた周囲の期

待として，視診等による伝染性疾患の判別がある.乳幼

児期は抵抗力も弱く禄々な伝染笠疾患に寵患しやすい.

保育施設で動く看護職には，乳幼児期に特存な疾患を熟

知し乳幼児のフィジカルアセスメントの能力に長けて

いることが要求されるでみろう. さらに，保龍指導や発

達確認を含む「健康管理」や感染予防対策としての f環

境禽生管理jなどがあち 疾病予防のき見点を持っている

ことが必要である.個人としてだけでなく集団として建

康に関する情報を収集して分析する能力，児童および保

護者に対する謀健指導の実践的な能力を高める必要があ

る.そして保育を担う一員として 保育者としての能力

も兼ね構えなければならないだろう.

これちの詑力を養うにあたって課題として挙げられる

のは，保健室壌に関する最新知識を吸収する機会や情報

源の少ないことである.認可課育所では職員の研鯵が義

務づけられているが研修が十分とはいえない状態にあ

る.また，他保育施設での勤務経験を有するものが少な

いことや，他施設の看護識との交流が少ないことから，

保育諸設における看護職の役割が，実際にはたらく看護

職に克えにくい状況を作ち出しているといえる，今後，

保育施設で鵠く著護職同士の横のつながりを強化するよ

うな，連絡会や研修会，勉強会といった組織を構築して

いく必要があるだろう.

VIL まとめ

福畠県内の保育施設を対象とした調査で以下の結論を

得た.

l.本調査に自答した244施設のうち，著護職を配置し

ているのは51施設 (21.1%)であった乳鬼保育が一

般化されたあと看護部を配置している施設が半数以上

あち保育施設における看護職へのニーズは高い. しか

しながら，憲政的理由で雇用環境は最しい.

2曇保育施設で働く看護職に期待されている役割として

施設長の回答で、多かったのは， I体調不良・傷痛児へ

の対応JI菌児の健康観察jであるが，実際の業務と

しては， I乳児保育」が主たる業務となっており，こ

ういった期待と現実とのギャップに課育施設で働く看
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護職の戸惑いの要因となっていることが示唆された.

その也施設長が看護識に期待する役割には「乳克保

育JI圏児および冨児の家庭に対する保鐘指導・相談j

「環境衛生管理J等が挙げられた

3. 保育施設の保建活動において看護職が機龍するため

には，保育保建業務を明薙イとすること， i呆育に対する

看護職の理解を深めることが条件として考えられた.

4. 保育施設の看護職に必要とされる龍力として，乳幼

児期に持有な疾患を熟知していること，乳幼児のフィ

ジカルアセスメントに長けていること，橿入としてだ

けでなく集匝として健康に関する靖報を収集して分者

する能力，児童および、保護者に対する保建指導の実践

的な能力，そして保育者としての能力が考えられた.

語j 辞

本研究にご協力いただきました福島県内の保育施設の

施設長および、看護識の皆様に心から感謝申し上げます.

なお，本研究は，平成17年度福島県立産科大学特別研

究奨励費の助成を受けて行ったまた，本研究の要旨は

第55@東北公衆諾生学会で発表した
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